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２０２2 年 8 月 5 日 
株式会社ビジネス・ブレークスルー 

 ～プログラミング経験ゼロから、短期間でデジタル変革リーダーになる～ 

【第 1 期生募集開始】デジタルファーストキャンプ 開講 

小林慎和講師と株式会社ミンカブ Web3 ウォレット代表取締役社長兼 COO 竹田潤氏 

開講記念トークイベントも開催予定 

 

あらゆる年齢層に対し生涯にわたるリカレント教育を提供する株式会社ビジネス・ブレークスルー（所在地：東京都千

代田区、代表取締役：柴田巌、以下 BBT）が運営するビジネス・ブレークスルー大学（学長：大前研一、以下 BBT 大

学）は、短期間でデジタル変革リーダーへの第１歩を踏み出すことを目指す講座「デジタルファーストキャンプ」を開

講します。 

 

ビジネスの業種・業態にかかわらず、人材の「デジタル化（DX 化）」が求められるようになりました。一方で、今の時

代には、プログラミングやデザインスキルを必要としないで EC サイトや Web サイト、アプリを作るサービスが存在

しています。それらを活用することで、以前はサービスの立ち上げに半年～1 年かかっていたものが、今では会議の

翌日には試作品ができ、ユーザーテストを経て、数週間後には売上をあげることが可能になりました。 

本講座は、こうした新しい時代に必要とされる「デジタル変革リーダー」への第一歩を踏み出すための短期集中講座

です。「デジタルビジネスを構想し、プロトタイプを作り、推進できるスキル」を効率よく学び、会社と社会の変革をリ

ードできる人材を育成します。 

また、開講記念セミナーとして、8 月 24 日（水)に本講座の担当講師である BBT 大学 小林慎和教授と株式会社ミ

ンカブ Web3 ウォレット 代表取締役社長兼 COO 竹田潤氏によるトークイベントを開催します。 



【プログラム名】 

デジタルファーストキャンプ 

 

【受講対象者】 

・ビジネススキルには自信があるが、デジタルスキルに不安がある方 

・会社や社会のデジタル変革をリードできる人材へとステップアップしたい方 

・革新的なデジタルサービスを構想し、会社で新規事業を立ち上げたい方 

 

【講座の特徴】 

・「できるようになる」を重視した、短期で挑むデジタルへの道 

3 ヶ月間で「自分にもできた」を何度も体験できます。 

・切磋琢磨できる同志コミュニティ 

デジタル変革を本気で進めたい同志が集まっています。 

・会社のデジタル変革を進める実務につながる 

会社を変える先導役になるために必要な、コミュニケーション力や提案力も学べます。 

 

【習得できる 5 つのスキル】  

本プログラムで習得する 

「デジタル変革リーダー」5 つのスキル 



・デジタル理解力 

デジタル人材のスキルクオリティを常に最先端の状態に保つため、世界のテックサービスをどう取り込み続ければ良

いか、その糸口を掴みます。世界最先端のデジタル分野の知識と、その更新の仕方を習得できます。 

・プロトタイピング 

ノーコードツールを駆使し、数日でウェブサイト、EC サイト、アプリなどのプロトタイプを作り上げ、検証していくスキ

ルを学びます。1 日で自身のアイデアのプロトタイプを作れるようになります。 

・デジタルコミュニケーション 

ソーシャルメディアなど外部メディアの活用、ファンユーザーとのコミュニケーションを把握し、普及拡大スキルを学

びます。ビッグデータや AI を活用したマーケティング調査や、ウェブを通じた世界中のユーザーとのコミュニケーシ

ョンができるようになります。 

・デジタルチームビルディング 

エンジニアと技術的なコミュニケーションを円滑に進め、開発マネジメントの効率性をあげるスキルを学びます。 

・デジタルビジネスデザイン 

最先端のデジタルを活用したビジネスをどう構想すれば良いのか。構想力の身につけ方を学びます。新たなデジタ

ルビジネスを構想できるようになります。 

 

【学習スタイル】 

・インプット 

ライブ講座とビジネス・ブレークスルー大学の関連講座の動画で学びます。 

・アウトプット 

チャットベースでのディスカッションと、3 週間ごとの課題提出で知識をスキルとして確立します。 

 

【メンター講師】        
 

キャンプオーナー 

小林 慎和（こばやし のりたか） 

 

ビジネス・ブレークスルー大学 

経営学部 IT ソリューション学科 学科長 教授 

株式会社 bajji Founder 兼 CEO、博士（工学） 

大阪大学大学院卒業後、野村総合研究所、グリーを経て、2012 年末にシンガポール

にて起業。以来、国内外にて複数社を起業する。これまでの累積調達金額は約 17 億

円で 2 回のイグジット経験がある。2015 年 Asian Entrepreneur。2016 年 IBM Blue Hub 賞。2017 年

デロイト急成長企業 500 でシンガポール企業 3 位。2020 年 Google Play ベストオブ 2020「隠れた名作部

門」大賞受賞。2022 年気候テックアプリ「CAPTURE X」が三菱 UFJ グループおよび ICJ 主催の ESG アクセラ

レーターにて 3 冠獲得。主な書籍に「リーダーになる前に知っておきたかったこと」、「人類 2.0 アフターコロナの生

き方」など。 



【お申込み締切】 

2022 年 9 月 11 日(日)23:59 まで 

 

【受講期間】 

2022 年 9 月 13 日(火)〜2022 年 12 月 6 日(火) 

（想定学習時間：100 時間） 

 

【受講料】 

330,000 円 (税込) 

 

【お申込み方法】 

お申込み期限までに、下記お申込みフォームよりお申込み及びご決済をしてください。 

＜第 1 期生お申込みフォーム＞ 

https://bit.ly/3zqj3tU 

 

【開講記念セミナー】 

8 月 24 日（水) 19:00〜(ウェビナー) 

本講座担当の小林慎和講師と株式会社ミンカブ Web3 ウォレット 代表取締役社長兼 COO 竹田潤氏によるトー

クイベント『ビジネスパーソンが知っておくべき Web3.0 とこれから影響を受けるビジネス』を開催いたします。本

イベントでは、Web3.0、NFT、メタバースといった最新のテクノロジー事業を展開されている竹田氏を招き、迫り

くる Web3.0 時代にビジネスパーソンはどう備えたら良いのかを考察します。 

 

■ゲストスピーカー 

竹田 潤氏 

1987 年生まれ、34 歳。2011 年 3 月に東京大学を卒業後、同年 4 月に農林水産省に入

省。日本の画一的な評価手法に疑問を持ち、2013 年に退職後、世界基準の教育手法及び

評価方法を日本に導入するため、Global Education Foundation においてインターナ

ショナルスクールの教育を日本の学校に導入する活動に従事。2018 年、ブロックチェーン

の技術によって行動をトークン化し、より良い行動を取る人が評価される社会の創造を目

指して、株式会社 BANQ COO（現職）に就任。2019 年、株式会社 BANQ の関連会社で

ある bit3x Technologies Pte. Ltd. (本社:シンガポール) にて、独自トークン THX のシンガポール暗号資産

https://bit.ly/3zqj3tU


取引所 LIQUID への上場に携わる。2022 年、Web3.0 時代に個人のアクティビティを NFT により価値具現化

することを実現するため、株式会社ミンカブ Web3 ウォレットの代表取締役社長兼 COO に就任。 

 

【竹田潤氏特別セミナー】 

8 月 30 日（火）19:00〜（ウェビナー） 

「今さら聞けない Web3.0、ブロックチェーンの基礎からビジネス応用を考える」 

 

【本講座の詳細・お問い合わせ】 

デジタルファーストキャンプ: https://digitalfirstcamp.com/ 

お問い合わせ: bbtuinfo@ohmae.ac.jp 

 

【BBT 大学について】 
日本初(※)の 100％オンラインで経営学学士を取得できる大学として 2010 年に経営学部を新設。教授陣の 6 割

が現役経営者、学生の約 7 割が社会人。大前研一が学長を務める本学では、“teach（教える）”ではなく学生が主体

的に“learn（学ぶ）”するのを手助けすることに大学の役割があるという考えに基づき設計されたカリキュラムで、グ

ローバル時代を生き抜く力の育成を目指している。2014 年 3 月に 1 期生が卒業。2014 年 10 月には e-

Learning 大賞 厚生労働大臣賞を受賞。2015 年 12 月に「IT ソリューション学科」、「グローバル経営学科」、2017 年 1 月に「履修

証明プログラム」が、文部科学省「職業実践力育成プログラム(BP)」認定。https://bbt.ac/ 

(※) 100％オンライン大学での学士取得において、特区 832 制度を用いている経営学では BBT 大学が日本初。 

参考：インターネット大学に関する特区（特区 832）について（文部科学省ウェブサイトより）

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/053/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2013/06/26/1336757_01.pd

f （2022 年 7 月） 

【ＢＢＴについて】 
グローバル環境で活躍できる人材の育成を目的として 1998 年に世界的経営コンサルタント大前研一により設立さ

れた教育会社。設立当初から革新的な遠隔教育システムによる双方向性を確保した質の高い教育の提供を目指し、多

様な配信メディアを通じてマネジメント教育プログラムを提供。大学、大学院、起業家養成プログラム、ビジネス英語や

経営者のための勉強会等多用な教育プログラムを運営するほか、法人研修の提供やＴＶ番組の制作などあらゆる年齢

層に対し生涯に渡る「リカレント教育」を提供する。在籍会員数約 1 万人、輩出人数はのべ約 5 万人以上。また、1,300 社以上の企業

に対して研修を提供。2013 年 10 月のアオバジャパン・インターナショナルスクールへの経営参加を契機に、生涯の学習をサポートす

るプラットフォーム構築をグループ戦略の柱の１つとして明確に位置づけている。https://www.bbt757.com 

 

▼本リリースに関する報道関係のお問い合わせ 

株式会社ビジネス・ブレークスルー コーポレート・コミュニケーション部：小浦、小林 

メールアドレス：bbt-pr@bbt757.com 

ＢＢＴのプレスリリース：https://www.bbt757.com/news_release/ 
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